
　都民大会が、当時新設された柴崎市
民体育館で開催されたのは25年前の
第23回大会でした。その後、平成9
年後半からは東西の大会に分かれて年
に2回、東の第1回大会が江戸川区、
翌年の西の第1回大会がこの柴崎体育
館で開催されるようになり23年が経
ちました。

　今年は観測史上例のない暖冬となり、選手・役員には喜ばし
い大会となりました。熱戦の結果、Ａ級対象の都議長杯は、スタ
ンダードの棚橋健・盛田舞香組とラテンの海老原挙人・タカギ
ルナ組に、Ｂ級対象の立川市長杯はスタンダード・ラテンの2種
を制した中村エドワード漸・中村エリザベス永理組に授与されま
した。次回、第72回大会は会場をより広い泉市民体育館へ移
して開催されることとなります。ご支援ありがとうございました。

実行委員長
稲田 義四千

　都民大会はジュニアの頃から出場させていただいて
いる思い入れのある大会で、且つ2018年、2019年共に
準優勝と悔しい思いもしているので第70回という節目
のタイミングで優勝できたことを大変嬉しく思います。
　しかしまだ納得のいくダンスは踊れておらず自分た
ちの至らなさを思い知ったので、観客の皆様に送ってい
ただける声援の大きさに見合うダンスが踊れるよう励
んでいきたく思います。ありがとうございました！

2月2日（日）　立川市柴崎市民体育館 JDSF A級スタンダード
棚橋 健・盛田 舞香

（町田市）優勝優勝

JDSF A級ラテン
海老原  挙人・タカギ  ルナ

（千葉県）優勝優勝

JDSF B級スタンダード／B級ラテン
中村 エドワード漸・中村 エリザベス永理

（ジュニアアスリートクラブ）優勝優勝

　この度は本大会に参加させてい
ただき、心より感謝申し上げます。
声援が多く、とても良い雰囲気の中
で、楽しくリラックスして踊れま
した！ これからも世界の舞台で
闘うために日々精進して参ります。
そして、観て下さる方々に楽しんで
頂けるダンスを目指します。会場で
声をかけて下さった方々、声援を
送って下さった方々、本当に有難う
ございまいした。これからも海老原
挙人・タカギルナ組への応援を宜
しくお願い致します。

JDSF B級スタンダード

プレジュニア スタンダード

プレジュニア ラテン

JDSF B級ラテン

ホワイトン 謙心・ホワイトン 夏奈実
（ブルボンDST）優勝優勝

中村 エドワード漸・中村 エリザベス永理
（ジュニアアスリートクラブ）優勝優勝

　今回の試合でＢ級戦両部門優勝、プレジュ
ニアのラテンで優秀できてとてもうれしい
です。たくさんの声援のおかげでここまでが
んばれました。応援してくださったみなさん
ありがとうございます。
　今年はジュニア最後の年です。ユースに
なっても、良い結果が出せるように未来へ向
かって努力していきたいと思います。コーチ
の先生方よろしくおねがいします。

第70 回 東京都民ダンススポーツ大会
＜都議長杯＞

＜立川市長杯＞

第13 回 東京都プレジュニア
　　　　ダンススポーツ大会

ダンススポーツ

東京都ダンススポーツ連盟広報誌

..春春 夏夏 秋秋 冬冬 104104

1



　シニア世代に親しまれている趣味による交流大会を通じ、人と人とのつながりを
新たに生み出し、身近なコミュニティ参加のきっかけづくりを目指して健康で心豊
かな生活を応援していく—みんなで健康長寿をめざそう、という東京都の呼びか
けから、参加資格都内在住の60歳以上の「東京都シニア･コミュニティ交流大会」
が、今年、スタートしました。
　その第1回2020年大会参加種目として開催されたのが、ダンススポーツです。
4組4種目（ワルツ・タンゴ・チャチャチャ・ルンバ）の合計点を競う団体戦と、
個人戦ラテン（チャチャチャ・ルンバ）、個人戦スタンダード（ワルツ・タンゴ）

の3カテゴリー、個人戦はそれぞれ初級・中級・上
級に分かれた、合計7ジャンルによる熱戦が繰り広
げられました。
　小池百合子東京都知事の開会の挨拶とともにスタートした午前の部は、ゲストやデモンス
トレーターのダンスと参加32チームによる団体戦。縁ジョイ・サポーターの草野仁さんも参
加したライン＆カントリーダンス講習会を挟んで、午後の部として、のべエントリー数152
組の個人戦各ジャンルの競技に、駒沢体育館が熱い熱気に包まれた1日が終わりました。

1月27日（月）  駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

東京都シニア･コミュニティ交流大会
TOKYO 縁ジョイ！

小池百合子都知事の祝辞と開会のエール

※2021年「ＴＯＫＹＯ 縁ジョイ！」には再びダンススポーツが選ばれ、2021年1月24日（日）、
同じく駒沢オリンピック公園総合体育館で開催される予定です。

ゲストダンサーによるデモ、
プロ / アマトップ選手たちも

デモンストレーターとして参加

団体戦優勝「ウィナーズ」、準優勝の「レッツ世田谷」、第3位「文京ダイヤモンド」

個人戦ラテン部門、初級・中級・上級の表彰式

個人戦スタンダード部門、初級・中級・上級の表彰式

初級

初級

中級

中級

上級

上級

TOKYO 縁ジョイ！ 大会総合プログラム
とダンススポーツ版プログラム（右）

ロペス・
村主章枝組

出場最高年齢賞、ベストカップル賞など、
各賞の表彰にも歓声が沸いた
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次回の「区市短信」は東京城東ブロック・多摩中央ブロックの担当です。

　台東区ではソシアルダンスだけでなく、
幅広いダンス活動が展開されている。対外
的に有名なのが「浅草サンバカーニバル」で
ある。昨年は台東区と荒川
区の３つの商店街がタッグ
を組むイベント「舞（まい）
LOVE、踊（おど）LOVE〜

まちも・人も・心も、踊りやダンスで元気になろう
〜」も開催された。
　ダンススポーツ連盟としてもこのパワーを少しで
も活かそうと、今年度はシニアスポーツ振興事業を
中心に展開しながら、小学生のチア・リーディングや車椅子ダンス
とも連携して区民体育祭を３月に開催する計画を立てて準備してきた。

　東村山市ダンススポーツ連盟は、昭和56年
秋より東村山市の「スポーツ都市宣言」体育
事業の一環としてダンス競技会を開催してお
り、今年で40回になります。
　昭和59年からは公益社団法人東村山市体
育協会の事業として、春に競技会を開催し、こ
ちらも今年で37回になります（東村山市は市

制施行56年、スポーツ都市宣言46年になり、
更に体育協会設立も56年になります）。
　東村山市スポーツ都市宣言のお蔭で、当時
の熊木市長からの提案により、東村山市市民
スポーツセンター建設時にダンス専用の「レクリ
エーション室」が用意され、日曜日から土曜日ま
で毎日夜の時間はダンスの練習に使わせて
頂いております。
　春季・秋季の両ダンス競技会は、２フロアー
競技も可能なメインの第一体育室で開催して
います。
　参加することに意義があるとの目標で、都
民大会、生涯スポーツ大会、市町村大会等

　それなのに！突然の新型コロナウィルスの蔓延で中止に追い込ま
れてしまったのだ。こうなったらダンスで免疫力を高めてウィルス
に対抗するしかない！

台東区ダンススポーツ連盟
派遣理事　山根 言一

のダンススポーツ部門の団体戦には第１回から参加させて頂いておりま
す（ただ一度だけ、生涯スポーツ大会は秋の競技会と重なり不参加でし
た）。
　東村山市並びに公益社団法人東村山市体育協会では、スポーツ都
市宣言の名のもとに、ダンススポーツを公認、競技会開催に強力なバック
アップを頂いており、先に述べました練習会場はもとより、年2回の春秋
競技会会場も前年の９月末には日時とも決定頂くという、ご協力に大変

感謝しております。
　春のダンススポーツ大会は、市長杯、J級と
シニア級を開催しておりますが、秋のダンスス
ポーツ大会は市長杯、シニア級を開催して16
年になります。特に将来を見据えてシニア級開
催には力を入れております。
　悩みとしては、当連盟の会員の平均年齢が
上がるなか、次世代のダンス会員獲得の件で
す。その点を苦慮しながらも、会員一同、健康
の為のダンススポーツを生涯スポーツとして楽し
んでおります。

東村山市ダンススポーツ連盟
会長　針多 新作

　東京DSC では、毎年、競技ダンサーの皆様
の練習機会提供と技術力向上を目的として、
都内にて「東京DSC 踊り込み練習会」を主催
開催しています。会場は、踊り込みができるよ
う、都内の広めの公共施設をお借りしています。
　東京DSC 主催ではありますが、広くダン
ススポーツのレベルアップに貢献する目的
のため、参加者は会員に限らず、他組織から
も受け付けています。徐々に参加者も増え、
直近では20カップル前後の方々にご参加頂きました。
　さてその内容ですが、各自の課題を確認したのち、全員での準備運動から始ま
り、タイトルにもある恒例の踊り込みは、競技会を想定し「何があっても止まら
ずに」という条件で、複数ヒートに分けて、短い時間から徐々に長くしていき、３
〜４ラウンド後は、曲を流して各自自由に練習して頂きます。途中にレクチャー
を入れたりスタッフによる個別のプチレッスン（これが好評！）という形で、各
自の課題を一緒に解決していきます。
　自分のカップルだけではなかなか途中でくじけやすい「止まらない」踊り込み
も、他のカップルと同じ空間では、できてしまったりするのです。こういう機会
は貴重だと思います。是非ともご参加、お待ちしております。
　　　　　　　　　　　東京都DSC 副会長　長谷川 敬太

　新型コロナウイルス感染拡大の為、東京
都では「外出自粛」が始まった。桜が開花
となるなか、例年なら、大勢の人で賑わう
上野公園等お花見スポットが封鎖され、桜
も寂しそうだ。
　新宿区では、3 月 1 日から体育館等公共
施設が休館となり、連盟主催のダンス講座
及びサークル活動が休止している。4 月か
らの再開に向けて準備していたが、難しい
ようだ。
　日常が奪われ、見えない
ウイルスに怯えながらの
日々、自粛はいつまで続く
のか？　ウイルスに感染せ
ず、無事サークルの皆に会
えるか、不安になってく
る。一日も早い収束を祈る
ばかりである。
新宿区ダンススポーツ連盟　

理事長　宮原 教子

東京都ダンススポーツクラブ東京中央ブロック

台東区台東区

東村山市東村山市

山手線内最高峰の
戸山公園箱根山の桜

実践形式で真剣そのものの踊り込
みが評判

　　チア・リーディングと
シニアスポーツ振興事業

市長杯を争う春秋のダンススポーツ大会

※ 前号ご担当の東村山市さんの原稿掲載 / 今号ご担当予定の昭島市さんについては順延とさせていただきました。
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次回の「加盟団体のひろば」は大田区・日野市の担当です。

区市短信
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（「春夏秋冬」バックナンバー掲載）

　新型コロナウイルス感染症は、世界各地で急激に拡大し、私たちダンススポーツに
も大きな影響が出ています。国内最大級の国際大会として、3月8日に駒沢オリンピッ
ク公園体育館で開催予定だった第22回東京オープンの中止をはじめ、都連盟関連で
も、感染拡大を防止するため、予定しておりました競技会、イベント、講習会等、相次い
で中止となる状況が続いています。
　4月7日には、東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡の各都府県、17日に全国に
緊急事態宣言が発令され、いまなお、先行きが見通せない状況です。ニュースを見聞
きするたびに不安を覚える皆さまも多いことと思います。
　これ以上、感染を拡げないために現在、重要な局面を迎えています。自分を守り、他
人への感染を避けるためにも、お一人おひとりが感染症対策に努めていただくようお
願いいたします。
　4月 10日 現 在、JDSF
主催の 6月初旬までの競
技会はほとんどが中止決
定しました。これに伴い

6 月 7 日開催予定としておりました、第 73 回都民春季大会正
式競技ダンススポーツ・第71回東京都民ダンススポーツ大会も
中止となりました。この状況は日々変化する新型コロナウイル
ス被害の状況次第で、まだまだ予断を許しません。競技会への出
場や観戦を予定していた皆さまにおかれましても、競技会主催者
からの詳細情報のご確認をお願いいたします。
　なお、今後につきましては、感染状況を踏まえつつ、感染防止対
策や再開の目処等に関して検討し、決定次第ホームページ等でお
知らせする所存です。
　また、都連では5月16日(土)に開催予定の定時総会などに
つきましても、現在、インターネット等を利用したオンラインで
の併用開催の可能性を検討しております。さらにJDSFは競
技会や研修会等の開催ガイドラインを、「イベント開催ガイドラ
インと安全支援について 〜新型コロナウイルス感染症対策〜 
Ver.1.2」として公開しています（右図参照）。

JDSF イベント開催ガイドラインと安全支援について
3月22日版のガイドライン（http://www.jdsf.or.jp/wp/ 
wp-content/uploads/2020/03/20200322_Jdsf 
EventGuideline.pdf）  
JDSFホ ー ム ペ ー ジ

「ニュース」から確認で
きますと、安全対策基
本セットの貸出案内

（下）

4/25 土 【中止】ジュニアイベント@東京多摩中央ブロックダンスの集い
4/26 日  【中止】第 34 回 東京多摩中央ブロックダンススポーツ大会
5/3 日  【中止】第 62 回 稲城市ダンススポーツ競技大会
  JDSF 公認指導員 C 級（普及・競技力）研修会
  Kiss Kiss キッズスタディ＆ダンスラボ・キッズラボプラス＋
 　　    （ 6月以降に状況を検討しながら再開予定）
5/5 火祝   【中止】第 26 回 東京城西ブロック大会・第 42 回 豊島区ダンススポーツ大会
5/16 土 【開催予定】東京都ダンススポーツ連盟定時総会・派遣理事会
  　　　（オンライン併用会議検討中）
5/24 日 【中止】第 32 回 世田谷区ダンススポーツ大会
5/31 日 【中止】山口繁雄メモリアル杯争奪 第 34 回 狛江市ダンススポーツ大会
  第 73 回 江戸川区総合体育祭春季区民大会・第 38 回 江戸川区ダンススポーツ競技大会
6/7 日 【中止】第 73 回 都民春季大会正式競技ダンススポーツ・第 71 回 東京都民ダンススポーツ大会
6/28 日 【中止】第 17 回 立川ダンススポーツフェスティバル
  JDSF 公認指導員 ABC（普及・競技力）級研修会

新型コロナウイルス感染への対応について

安全対策基本セット貸与のご案内

本部にて確保している安全対策基本セットを貸与いたします。
月以降は競技会の重複が予想されますので、先着順とさせていただきます。（一部消耗品は実費精算）

①電動噴霧器（ 台）・・・・・・・・・・・・・・・除菌効果のある次亜塩素酸水を電動噴霧。
開催前の会場や選手控室などの空間除菌に。

②超音波噴霧器（ 台）・・・・・・・・・・・・・入口付近に設置し、次亜塩素酸水ミスト内を通過。
衣服に付着したウィルスや菌を取り除きます。
※人の出入りが減少したら、 台を会場や選手控室に移動するも可。

③次亜塩素酸水（ ）・・・・・・・・・・・・・・濃度 の原液を 倍に希釈して使用。
（ 換算で ） 噴霧器やスプレー、台拭きなど用途様々。

④次亜塩素酸用ポンプボトル（ × 本）・・希釈した次亜塩素酸水で手指を消毒。
受付時や選手控室等で使用。

⑤非接触型赤外線温度計（ 台）・・・・・額 センチ以内まで近づけ、約 秒で体温測定可能。
測定精度± ℃

⑥アルコール除菌シート 個・ ・・・・・・・・・・テーブルや受付まわりの除菌に。
⑦アルコール綿 枚・・・・・・・・・・・・・・・・・接触型体温計の消毒に。
⑧使い捨て手袋 枚・・・・・・・・・・・・・・会場内の消毒、清掃時や接触型体温計取り扱い時等に。

※次亜塩素酸水とは・・・食品添加物規格の次亜塩素酸ナトリウムと 調整剤を主体とした除菌消臭水
です。強力な除菌力と消臭力を持ちながら、人体にほとんど影響を与えない安全性を持っています。

セット準備

アイテム 個数 貸与 実費 主催者負担

電動噴霧器 台 無償貸与

超音波噴霧器 台 無償貸与

次亜塩素酸水（アルコール消毒液代用品）★ 実費

次亜塩素酸水用ポンプボトル（ ） 個 無償貸与

非接触型赤外線温度計 個 無償貸与

アルコール除菌シート（ 枚入） 個 実費

アルコール綿 ☆ 枚 無償貸与

使い捨て手袋（ 枚入）☆ 箱 無償貸与

■安全対策基本セット

※会場の規模によって使用量が異なりますので、次亜塩素酸水原液は 配送いたします。

●電動噴霧器および超音波噴霧器は電源コードが必要となりますので
延長コードをご用意ください。

●非接触型赤外線温度計は電池式となります。※出荷時セット済
★マークの ボトルは本部へ返却となります。※本部にて次亜塩素酸水を入れ、次の会場へ発送します。
☆マークの消耗品はおよその残数を申告していただきます。本部より の次亜塩素酸水等と合わせて不足分を次の会場へ発送します。

①
②
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⑤

⑥

⑦
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新型コロナウィルス感染症対策

公益社団法人日本ダンススポーツ連盟

イベント開催ガイドラインと安全支援について


